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　加西市出身の方をはじめ、全国から加西市を応援した
いという思いにより、多くの方からふるさと納税をいた
だいています。平成 26 年度は、前年度より 111 名増
え 298 名の方から 3,086 万円の寄付をいただきました。
ふるさと納税制度が始まった平成 20 年度からの累計は、

ふるさと納税の総額が 1億5千万円を突破

■主な活用事業
事業名 充当額 事業内容

観光整備・地域づく
り・定住促進事業 3,120 万円

播磨国風土記 1300 年記念事業、観光案内看板の設置、古法華自然公園や里山の整備、
ふるさと創造会議の実施、若者応援事業の実施、女性のコミュニティ活動の支援など、
観光振興や住み良いまちづくりの推進を図りました。

子育て・教育環境整
備事業 1,820 万円 スポーツ教室の実施、泉第一保育所施設改修工事、小・中学校への AED 設置、図書

館の図書や教育教材の購入など、子育て支援・教育の充実を図りました。
地域医療支援事業 600 万円 加西病院を中核とした地域医療の連携を推進し、行政からも積極的に支援しました。

1 億 5,359 万円（延べ 895 名）になりました。
　寄付金は、寄付者の希望する「寄付金活用メニュー」
に沿って、さまざまなまちづくり事業に活用しています。
平成 26 年度は、5,540 万円の寄付金を活用しました。
詳しい事業内容は、市ホームページをご覧ください。

ふるさと納税のお礼の品を募集
　ふるさと納税制度の充実を図るため、ふるさと納税
をされた方へのお礼の品として特産品やじば産品など
を登録していただける事業者を募集します。
　採用された特産品などは、10 月 1 日から市ホーム
ページやふるさと納税ポータルサイト等へ掲載しま
す。

対象／市内の事業者、企業、生産者
要件／①原則市内で栽培、製造等　②市の地名、伝統、
文化、歴史、特産などの魅力を発信できるもの
募集期間／ 7 月 17 日（金）～ 31 日（金）
事業者説明会・場所／ 7 月 17 日（金）14:00 ～
　　　　　　　　　　市役所 5 階大会議室
申込先／財政課☎㊷ 8710

問合先／財政課☎㊷8710　℻㊷1586
　　　　zaisei@city.kasai.lg.jp

298名から3,086万円の寄付（平成26年度）

新しい副市長が決まりました

新しい議長・副議長が決まりました

佐伯  武彦（77 歳）

　市民目線で、熱い思いで市役
所を変えていきます。
　まず、「笑顔とあいさつ」を徹
底し、市民の皆さまを「大切な

お客様」としてお迎えするなど、サービスの質を高め、
満足度の高い市役所にします。

　6 月 11 日開催の市議会において副市長の選任が同意
され 17 日、佐伯武彦・新副市長が就任しました。
■経歴
昭和 36 年・川崎重工業㈱（元川崎航空機工業㈱）入社、
平成 9 年・川崎重工業㈱取締役就任、12 年・川崎重工
業㈱代表取締役常務就任、15 年・川崎重工業㈱代表取
締役副社長就任、20 年・退職、23 年・北条鉄道㈱取
締役就任、24 年・北条鉄道㈱取締役副社長就任

　加西市議会定例会が 6 月 2 日に開催され、議長・副議長が決定。任期は、議会の申し合わせにより 2 年間です。

議長
三宅利弘
4 期目。副議長、監査委員、建設
経済厚生委員長などを歴任。

副議長
土本昌幸
4 期目。副議長、監査委員、建設
経済委員長などを歴任。

議員（68 歳） 議員（63 歳）

問合先／議会事務局☎㊷8790　℻㊸1810
　　　　gikai@city.kasai.lg.jp

問合先／総務課☎㊷8702　℻㊸1800
　　　　somu@city.kasai.lg.jp
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平成27年度善意の表彰

　加西市は、6 月 1 日の「善意の日」にちなみ 13 日、アスティ
アかさいで「善意の表彰」の贈呈式を行い、奉仕活動を通じて、
こころ豊かな地域づくりに貢献された次の皆さんに「かしの木賞」
と「サルビア賞」をお贈りしました。
　「かしの木賞」は、市木かしの木の一本のたくましさの象徴と
して個人に、「サルビア賞」は市花サルビアの群生の集団美をた
たえる意味で団体にお贈りするものです。

■かしの木賞
受　賞　者 活　動　内　容

　　尼崎弘幸 （北条町古坂） 長年、要援護高齢者世帯や一人暮らし高齢者などに給食を配達し、在宅福祉の向上に
尽力。配達の機会には、安否確認や声掛けにより悩みがあれば社会福祉協議会へ報告
するなどの取り組みも行われています。

　　蓬莱すゑ子（北条町古坂）
　　金澤由利子（上道山町）
　　小谷　保 （東笠原町） 長年、青少年補導委員を務め、青少年の健全育成や非行防止に貢献。街頭補導活動や

環境浄化活動の推進に尽力され、安全で安心なまちづくりに努められています。　　繁田豊作 （青野町）

　　高田相子 （別府町） 平成 15 年から加西病院で、患者さんの体を拭くためのおしぼり巻きをされ、いつで
も使用できるよう準備し、患者さんへのサービス向上に貢献されています。

　　小林いつみ（北条町西南） 平成 16 年から加西病院で、初診や再診手続きの受付などのボランティアをされ、患
者さんの負担軽減とサービス向上に貢献されています。

■サルビア賞
受　賞　者 活　動　内　容

北条小学校歴史ガイド隊 平成 17 年に、歴史街道ボランティアガイドの指導のもと、歴史ガイド隊を結成。
五百羅漢、住吉神社、酒見寺などを観光客に案内し、地域の魅力を発信しています。

（敬称略。順不同）

尼崎さん 蓬莱さん 金澤さん 小谷さん 繁田さん 高田さん

第49回加西市文化祭「美術公募展」上位入賞者

■洋画
市長賞 藤原かおり 加東市
議長賞 嵐　悠子 姫路市
教育委員会賞 藤本高雄 姫路市
ねひめ賞 中居富美子 加西市

■版画
市長賞 桒田正美 太子町
議長賞 西野通広 神戸市
教育委員会賞 吉田峯夫 芦屋市
ねひめ賞 佐竹和子 加西市

■写真
市長賞 来住禎之 西脇市
議長賞 垣内勝子 加西市
教育委員会賞 高橋三𠮷 加古川市

■日本画
市長賞 橋爪美千代 加西市
議長賞 田中　緑 加西市
教育委員会賞 増田洋子 加西市

■書道
市長賞 岩本芙優 加西市
議長賞 西山順子 加西市
教育委員会賞 内藤麻由美 加西市
文化連盟会長賞 竹内千立 加西市
奨励賞 金川季余子 加西市

■水墨画
市長賞 大西功一 神戸市
議長賞 金田貞二 西脇市
教育委員会賞 尾村　紘 加古川市

■彫塑・工芸
市長賞 坪田隆男 姫路市
議長賞 西村真由美 福崎町
教育委員会賞 桝田照子 加西市

　7 部門に延べ 351 人から総数 371 点の出品がありました。上位 3 賞の入
賞者とその他の市内入賞者は次の皆さんです。
　入賞・入選作品は、市民会館で 7 月 1 日～ 5 日（10:00 ～ 17:00。5 日
は 15:00 まで）の間展示します。

兵庫行政評価事務所長感謝状
塩河信昭 （北条町栗田）
高瀬美鈴 （福居町）

　5 月 29 日に兵庫県民会館で開催された「行政相談委員全体会議」で、市民の行政
に対する苦情の解決や行政相談活動などに尽力された 2 名の方が表彰されました。

北条小学校歴史ガイド隊（5・6 年生 19 人）
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永年の善行に感謝して


	全ページ-04
	全ページ-05

